
受講料（月額）講　師音　楽 （個人）

受講料（月額）講　師音　楽 （グループ）

受講料（月額）講　師絵画特別

受講料（月額）講　師趣味教養

受講料（月額）講　師生活文化

受講料（月額）講　師美容・健康

受講料（月額）講　師ダンス・武道

受講料（月額）講　師こども

受講料（月額）講　師アート＆クラフト

レッスン室レンタル
防音室で思い切り音を出して練習して
頂けます。料金・レッスン室の空き状況
は電話でお問い合わせ下さい。

0774-73-071510:00～20:00

〒619-0224 木津川市兜台6-6-3
ハイタッチ・リサーチパーク

ホームページからもご予約お申込み承ります!
JEUGIAカルチャー

ピアノ/ポピュラーピアノ 
[専科コース有（要相談)]

小柳順子
あべありか
森本ひろみ
関本亜希子
玉井幸子
田中涼太

（月）～（土）
時間はお問い合せ下さい 7,000円～

ジャズピアノ
(金)12:00～18:30 [1回50分]

8,000円～森本ひろみ
(土)11:30～16:00 [1回50分]

60才からのはじめてピアノ ジャズ/ポピュラー 第1・3（金）12:00～18:30 [1回30分] 5,100円森本ひろみ

大人の方のやさしいピアノ 第1・3（木）12:00～15:00〔1回30分〕 5,100円小柳順子

エレクトーン/エレクトーン
ヤマハグレード取得コース

(木)10:00～12:00[1回30分]
7,000円～

8,700円～

グレード
コース9級

時間は
お問合せ
下さい

時間は
お問合せ
下さい

時間は
お問合せ
下さい

時間は
お問合せ
下さい

時間はお問合せ下さい

（小学4年～小学6年）

[1回30分]

伊藤美也子

(木)15:00～21:00[1回30分]小柳順子

(金)12:00～19:00[1回30分]
森本ひろみ

(土)10:30～19:00[1回30分]

指導グレード5級取得コース (金)12:00～18:30〔1回45分〕 13,200円森本ひろみ

(火)[1回30分]
上田美喜子

声楽/ボイストレーニング (土)月2回 [1回50分] 7,000円～

(木)(土)月2回[1回50分]松添真理子

かとうあつこカラオケ教室
第1・3(火）10:00～17:00[1回45分]

加藤敦子 第2・4(火）10:00～13:00[1回45分] 5,100円

第2・4(火）15:00～17:00[1回45分]

癒しの二胡 第1・3（水）11:00～20:30[1回40分〕 6,000円～

8,000円～

石本智子

～楽器の女王～ ヴァイオリン
第2・4（土）[1回50分]室　香苗

（月）（水）[1回30分]木村真理子

～人間の声に一番近い～ チェロ
第2･4(月）[1回50分〕

8,000円～
伊原直子

月2回（金）[1回50分〕高田能人

クラシックギター （土）11:00～18:00[1回30分] 7,000円～内山博之

ギター・ウクレレ 第1・3（水）15:00～20:00[1回50分] 7,000円～開沼建二郎

サックス Enjoy Saxophone♪ 第1・3(土）10:00～20:00[1回50分] 8,000円～溝川順平

フルートの魅力[専科コース有（要相談)] 第2・4（木）15:00～20:00[1回50分] 8,000円～日向恵子

～優しく奏でる～ クラリネット
第1・3（月）10:00～15:00[1回50分]

第1・3（土）10:00～13:00[1回50分]
7,000円～森井麻以

クラリネット・ホルン 入門講座 第1・3(火）15:00～21:00〔1回50分〕 7,000円～渋谷吉美

やさしいリコーダー（ソプラノ・アルト） 第2・4(火）11:00～16:00[1回50分〕 7,000円金谷くるみ

吹いてみよう尺八 第1・3(金）10:00～15:00〔1回50分〕 7,000円～澁谷悠風

歌う篠笛(横笛) 第1・3(金）10:00～15:00〔1回50分〕 7,000円～

7,000円～

澁谷悠風

マリンバ 第1・3(月）15:00～21:00〔1回50分〕 9,000円～池田愛子

（月）・（火）・（木）・（金）[1回30分]長谷川貴信

ウキウキ・ワクワク楽しい！
ドラム

（土）月2回[1回50分]岩崎雅人

（水）[1回30分]
和家佐将嗣

（土）月2回[1回50分]

カラオケサークル 第2・4(火)13:00～15:00 4,100円加藤敦子

マイ・エレクトーン 第1・3(木)10:00～11:00 4,100円小柳順子

はじめて☆キーボード 第1・3(木)

第1・3(金)

4,100円小柳順子
11:00～12:00

19:00～20:00

衣川祐三監修 ウクレレを楽しもう！ 第2・4(火)13:00～14:30 6,100円井筒俊郎

～心に響く自然の音色～ オカリナ 第2・4(土)13:00～14:00 5,100円井上　暁

～アンデス民族音楽～ ケーナ 第2・4(土)10:00～12:00 4,100円井上　暁

～幅広いジャンルを楽しめる～
やさしい大正琴

10:00～11:00[初級]
4,100円大西いつ子

11:00～12:00[中級]

やさしいリコーダー（ソプラノ・アルト） 第2・4(火)10:00～11:00 5,100円金谷くるみ

弦楽アンサンブル 第1・3(金)13:00～14:00 5,100円高田能人

チェロアンサンブル 第2(月)17:00～18:30 3,100円伊原直子

みんなで歌おう幸せハーモニー 歌声サロン 第1・3(木)13:00～14:30 4,100円松添真理子

音楽療法 心も体もいきいきと 第1・3(土)10:00～10:45 3,100円栁原洋子

中高年から始める 「らくらくピアノⓇ」 第2・4(金)10:30～12:00 4,100円山﨑利美

豊かな心を
かたちに

今辻絵画 第1・3（水）13:00～16:00 7,000円今辻琇子

絵画制作 第1・3（火）13:30～15:30 4,700円今辻琇子

～思うままに描こう～ 透明水彩 第2・4（月）10:00～12:00 4,600円鈴木和美

さわだ水彩画教室 月3回(金) 6,150円澤田正一
10:00～12:15

13:30～15:45

基礎からの日本画 月3回(火)13:30～15:45 6,650円澤田正一

フルーツ＆ソープ  カービング 第4(月)13:00～15:00 2,800円來山久美子

楽しい絵手紙 第2・4(火)10:30～12:30 4,100円浦川千晶

仏像彫刻 第1・3(木)10:00～13:00 5,500円家祢智祥

押し花アート 第2・4(月)10:30～12:30 4,100円植村敦子

素敵なグラスアート 第2・4(月)10:30～12:30 4,100円植村敦子

～簡単でも本格的！～ ビーズアクセサリー 第1・3(水)10:30～12:30 4,100円浅野豊子

トール＆デコラティブペインティング 第1・3(木)10:00～12:30 4,100円～前田京子

～思い出作り～ スクラップブッキング 第3(火)10:30～12:30 2,100円上田乃里子

ペーパークイリング 第2（金）又は第3(金）[月1回]10:00～12:00 2,600円辰巳仁美

カルトナージュ 第3(月)10:00～12:00

第2･4(木)
13:00～15:00

2,100円北野由美子

デッサンとクロッキー 松本秋美

～日本古来の大道芸～ 南京玉すだれ 第4(水)10:00～11:30 2,000円八房舞鼓都

やさしいスマホ講座 第1・3(土)10:00～12:00 5,000円中尾雅史

私らしく
ラッピング＆ペーパーアート

第2（土）10:00～12:00
2,600円内野順子

第4（土）13:00～15:00

韓国語初級 第2・4（金）10:30～12:00  5,100円秋山公平

カラーセラピー講座 第1（月）10:00～11:30 2,100円植村敦子

～ indoor flower style ～
フレッシュ＆ドライフラワーアレンジメント 第4（木）10:30～12:30 2,100円鯉森久美子

～ふわふわ羊毛で作る～フェルト･ホビー 第2・4(月)13:00～15:00 4,100円植村敦子

～生活にいろどりを～ パッチワークキルト 第1・3(月)10:30～12:30 4,100円奥山　薫

戸塚刺しゅう 第2・4(木)10:00～12:00 4,100円中村泰子

和みのいけばな（池坊） 第2・4(水)10:00～12:00 4,100円大竹房子

～気軽に楽しく始める～
きもの着付け

第1・3（木）13:30～15:30
4,100円大門耕子

第1・3(金）10:00～12:00

ミニ盆栽（小品盆栽）を楽しむ 第2(火）13:30～15:30 2,500円大西孝光
～ジュエルのような～
プリプリ多肉植物のコンテナアレンジ 第4（金）10:30～12:00 2,100円松岡修一

カラダらくヨガ 月3回（月）10:30～12:00 5,150円山岡佳子

ファミリースポーツ吹矢 第1･3(金）16:00～20:30
(お好きな時間にお越し下さい。） 3,100円園田直子

アロマテラピー 第2(木）10:30～12:00 2,100円鈴木孝代

～視力改善しませんか！～ 視力向上ヨガ 月3回（土）10:00～11:00 4,150円山岡佳子

～健康と若さを保つ～ 気功太極拳 第1・2・3（月）13:00～14:30 4,150円向井敏宏

～心とからだにやさしい～ 自彊術 第1・2・3（木）10:00～11:30 4,150円追田美智子

パワーピアス・セラピー講座 第1・3（月）13:00～14:30 4,100円植村敦子

辻孝子バレエ研究所 月3～4回
（水）

月3回
(月）

5,500円小島晶子
16:30～17:30
[年少～小学校高学年]

17:45～18:45
[中学生～大人]

バレエフィットネスクラス 月3回(月）15:00～16:15 8,150円迫田奈美

☆目指せ！歌姫☆リトルシンガー （木）(土）月2回 4,100円松添真理子

キッズ・ヨガ 月3回(土）11:15～12:15 4,150円山岡佳子

こどもオリジナル陶芸 第1（土）13:30～15:30 2,000円
3,000円

（お子様のみ）
（親子ペア）

鈴木安江

心も体も美しく
こどもクラシックバレエ

16:30～17:15[キッズ] 6,150円
迫田奈美

17:15～18:45[ジュニア] 8,150円

ご予約
承ります

体験｜見学｜入会
お申し込み受付中 http://culture.jeugia.co.jp

受講料は3ヵ月毎のカリキュラム
（モデル・モチーフの有無)により、
料金は変動致します。詳しくはお問
合せ下さい。(別途運営費・保険料）

●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できます。 ●ご家族の方は入会金が半額になります。 ●消費税は
別途要します。●受講料には特に明記した他は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費用は含まれ
ておりません。

煌めくオルネ＆プリザーブドフラワーインテリアに
溶け込む 第3(水)10:00～12:00 2,100円永井恵子


